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当診療所で経験した肝細胞癌の検討

発 表 者 森田 裕司 （和歌山県：古座川町国保明神診療所）
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【目的】

当診療所では、１９８９年から２０１３年の間で１０例の

肝細胞癌を経験したが、その成因などについて

検討した。

【方法】

肝細胞癌の原因を（１）C型肝炎ウイルス（以

後 HCV）（２）B型肝炎ウイルス（以後 HBV）

（３）アルコールに分け、発症年齢等を検討し

た。

【結果】

（表１）肝細胞癌原因別分類を参照。

ôM��5 PÇ <µ��5 ��U IFN;�. ß�

C�NR

j76 z 	��805 �G5 �ý5 RFA�TAE

m86 : 	��895 �p5 �ý5 TAE

"75 : 	��775 �ý5 �G5�SVR TAE

+100 z Ä=�1005 �ý5 �ý5 �ý5

I90 z Ä=�915 �G5 �ý5 �ý5

B�NR Q58 z Ä=�655 �GG5 �ý5 N�

	�H��

W77 z 	��845 �G5 N�

×78 z 	��795 �GG5 N�

Ù77 z Ä=�775 �GG5 �ý5

Ú72 z Ä=�725 �GG5 �ý5

�i15NüýA;�§Çrü�2013#9$g�5

��U

�ý5i�ó�[v]
�p5i%N�?¿Qh\1³©{/%
�G5i Ê 1�3³©{/%
�GG5i Ê 3³��/%

HCV は５名（男３名、女２名）、HBV は１名

（男）、アルコールは４名（すべて男）だった。

発症年齢は HCVでは７５歳から１００歳（平均８５．８

歳）。HBVは５８歳。アルコールは７２歳から７８歳

（平均７６歳）であった。HCVでインターフェロ

ン治療をしたのは１例で、ウイルス学的著効

（SVR）になったにも関わらず肝癌を発症した。

すでに死亡した人は５名で、HCVの２名（死亡

年齢９１歳と１００歳）、HBVの１名（６５歳）、アル

コールの２名（７２歳と７７歳）だった。

治療は、肝切除がアルコールの２名と HBVの

１名、肝動脈塞栓術（TAE）は HCVの２名、

ラジオ波焼灼術（RFA）＋TAEは HCVの１名で

あった。

また、飲酒量を（１）ほとんど飲まない（日本

酒に換算して１合未満／日）（２）中程度飲む（１－

３合未満／日）（３）大いに飲む（３合／日以上）

に分けると、HCV５名のうち、「中程度飲む」

が２名で、「ほとんど飲まない」が３名であっ

た。HBVの１名は「大いに飲む」であった。

症例を提示する。

（症例１）８９歳 女性 HCV 飲酒歴（±）

２０１０年１０月に腹部エコーで肝 S４に

直径４cm大の SOLあり、２回の TAE

で腫瘍は壊死化している。
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（症例２）７７歳 女性 HCV 飲酒歴（－）

２００３年９月（６７歳）イントロン A�と

リバビリンを２４週で SVR達成。
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２０１１年１１月（７５歳）右側腹部痛を近医で腹部エ

コーで診てもらったら、肝 SOLを指

摘され、TAE開始。

２０１３年９月（７７歳）経過観察中。

（症例３）（症例４）HCV

どちらも結局、肝細胞癌になり、

各々、１００歳と９１歳で死亡。
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（症例５）５８歳 男性 飲酒歴：３－５合／日

睡眠薬を希望して来院。すぐに診察

室で腹部エコー。肝 S６に２cm大、

S５に１cm大 の SOL。AFP：６ng/

ml。約２ヶ月後、肝切除。その後、

同じように飲酒を継続。手術から７

年後、６５歳で肝硬変で死亡。
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（症例６）７７歳 男性 飲酒歴：２－３／日

町の健康診断の際に腹部エコー施

行。肝 S５を中心に７cm大の SOL

あり。発見時より約２ヶ月後に肝切

除。術後７年後（８４歳）、経過良好。
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（症例７）７８歳 男性 飲酒歴：３合以上／日

肝機能検査の値は正常を続けていた

が、２０１２年１月、少し悪化。正月に

飲み過ぎたと判断。同年７月も少し

悪化したまま。久しぶりの腹部エコー
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地域診療所における上部消化管内視鏡検査の現況

発 表 者 土肥 直樹 （神奈川県：相模原市国民健康保険内郷診療所）

共同研究者 小川 薫、武内 恵子

を実施。肝右葉は腫瘤で占められて

いた。２ヶ月後、肝切除。１年後も

今のところ良好。

2012.7.26. 2012.7.27.
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次に肝細胞癌にはなっていないが、肝炎ウイル

ス患者の状況を（表２）に示す。
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【考察】

・ウイルス性肝炎は、飲酒（－）なら、インター

フェロンをしなくても肝細胞癌になりにく

い。

・インターフェロンで SVRになっても、将来、

肝細胞癌になる可能性がある（油断は禁物）。

・ウイルス性肝炎でなくても、７０歳代の飲酒家

は肝細胞癌に注意を要する（但し、アルコー

ル性はウイルス性に比べ、大きくても切除可

能なことが多い）。
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神奈川県相模原市の内郷診療所より参りました

土肥と申します。

昨年は小児診療のシミュレーション教育につい

て発表させていただきましたが、本日はこれま

で行ってきた上部消化管内視鏡検査をご紹介し

ます。
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